
第34回全国小学生陸上競技交流大会福山市予選会

福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

ト ラ ッ ク 審 判 長 吉田　明稔

跳 躍 審 判 長 吉田　明稔

投 て き 審 判 長 吉田　明稔

記 録 主 任 仁泉　健太郎

日付 種目

藤井　亮太(5) 14.98 佐藤　響太(5) 15.65 瀧下　蓮音(5) 15.76 杉本　蒼来(5) 16.05 赤尾　優心(5) 16.20 和泉　遥人(5) 16.39 藤本　日向(5) 16.89 槇尾　紘人(5) 17.38

御野陸上 御野陸上 御野陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ 神辺走ろう会 湯田陸上 湯田陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ

川端　晴人(6) 14.10 山本　俊(6) 14.38 山岡　陸人(6) 14.77 杉山　陽音(6) 14.83 山手　柊星(6) 14.84 高垣　宗大(6) 15.06 内田　陽裕(6) 15.17 三谷　虎太郎(6) 15.26

福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 神村体育振興会 新涯JAC 福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 神辺走ろう会 福山ｼﾞｭﾆｱ

竹内　陽哉(6) 14.83 沖中　大輝(6) 17.46 笹井　誠(6) 19.27

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 中条走ろう会 多治米小

福山ｼﾞｭﾆｱA 55.07 新涯JAC 57.79 湯田陸上A 58.75 竹尋ｱｽﾘｰﾄA 59.20 福山ｼﾞｭﾆｱB 59.74 多治米小 1:01.11 神辺走ろう会 1:02.15 神村体育振興会 1:02.43

佐藤　晟悠(6) 平山　義大(6) 掛谷　荘太朗(6) 長島　健伸(5) 原　広翔(6) 濵岡　玲央(6) 三宅　賢信(5) 寺岡　優(6)

川端　晴人(6) 山口　紀哉(6) 武村　悠斗(6) ワヌナム　晟有(5) 三谷　虎太郎(6) 片山　陽登(6) 井崎　尋斗(6) 井上　心太(6)

山手　柊星(6) 杉山　蒼音(6) 山田　海翔(6) 江﨑　仁人(6) 竹内　史弥(6) 橋本　侑弥(6) 赤尾　優心(5) 三藤　海叶(6)

山本　俊(6) 杉山　陽音(6) 藤田　輝真(6) 竹内　陽哉(6) 高垣　宗大(6) 藤井　壮真(6) 内田　陽裕(6) 橘高　智則(6)

宮地　海翔(5) 1m20 橋本　侑弥(6) 1m20

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 多治米小

平山　義大(6) 4m11(+0.1) 藤田　輝真(6) 4m09(+0.9) 佐藤　晟悠(6) 4m05(+0.1) 原　広翔(6) 3m84(+1.6) 江﨑　仁人(6) 3m66(+2.4) 山口　紀哉(6) 3m58(+2.3) 藤井　壮真(6) 3m53(+1.3) 杉野　成葉(6) 3m49(+1.1)

新涯JAC 湯田陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 公認記録なし 新涯JAC 公認3m37(+1.7) 多治米小 中条走ろう会

小寺　将太(6) 42m83 細川　颯太郎(6) 40m42 井崎　尋斗(6) 37m67 宮本　一冴(5) 35m89 福島　壮太(5) 35m01 山田　海翔(6) 32m75 江﨑　蓮人(5) 28m54 山本　悠乃(5) 25m76

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 御野陸上 神辺走ろう会 新涯JAC 湯田陸上 湯田陸上 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 神辺走ろう会

松島　日和(5) 15.14 井上　蒼唯(5) 15.53 藤井　郁寧(5) 15.63 畝本　怜奈(5) 15.71 土居　さわ(5) 15.89 今岡　七菜(5) 16.24 小林　舞衣(5) 16.45 佐藤　百華(5) 16.88

新涯JAC 神村体育振興会 神辺走ろう会 御野陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 新涯JAC 新涯JAC

相本　果蓮(6) 14.53 松山　みづき(6) 14.55 土利川　芹菜(6) 15.40 森吉　胡都(6) 15.48 関藤　美遥(6) 15.67 髙松　羽奏(6) 15.68 渡辺　望愛(6) 15.83 三宅　遥(6) 16.20

福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 新涯JAC 神辺走ろう会 福山ｼﾞｭﾆｱ 神辺走ろう会 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 川口東小

𡌶　ゆうみ(5) 15.84 児島　歩実(6) 17.98 村田　亜希歩(6) 18.39 山治　果央(6) 18.69 村津　柚奈(5) 19.66 佐々木　聖奈(6) 19.81

御野陸上 中条走ろう会 神村体育振興会 神辺走ろう会 中条走ろう会 多治米小

福山ｼﾞｭﾆｱA 57.51 神辺走ろう会A 59.96 竹尋ｱｽﾘｰﾄA 1:00.30 福山ｼﾞｭﾆｱC 1:02.69 神村体育振興会 1:03.35 竹尋ｱｽﾘｰﾄB 1:03.80 湯田陸上A 1:03.85 福山ｼﾞｭﾆｱB 1:04.21

関藤　美遥(6) 山治　果央(6) 佐々木　美月(6) 枡田　七虹(5) 藤田　玲菜(6) 池上　楓果(5) 児山　美生(6) 福井　冴槻(6)

相本　果蓮(6) 髙松　羽奏(6) 藤本　伊織(6) 小林　花梨(6) 井上　菜名(6) 土井　凛生(5) 真壁　若菜(6) 黒田　奈々(6)

関藤　遥郁(6) 森吉　胡都(6) 妹尾　咲希(6) 武田　菜花(6) 村田　亜希歩(6) 不田　美菜子(5) 甲斐　鈴奈(6) 村上　史奈(5)

松山　みづき(6) 北村　なつき(6) 大住　早永(6) 木村　友香(6) 井上　蒼唯(5) 渡辺　望愛(6) 白浜　七葉(6) 土居　さわ(5)

北村　なつき(6) 1m25 妹尾　咲希(6) 1m15 佐々木　美月(6) 1m10 児山　美生(6) 1m05 枡田　七虹(5) 1m00 大谷　美生(5) 1m00

神辺走ろう会 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 湯田陸上 福山ｼﾞｭﾆｱ 湯田陸上

藤本　伊織(6) 3m58(+1.7) 大住　早永(6) 3m50(+1.7) 木村　友香(6) 3m50(+1.0) 関藤　遥郁(6) 3m45(+1.9) 小林　花梨(6) 3m44(+1.6) 不田　美菜子(5) 3m40(+2.9) 福井　冴槻(6) 3m37(+0.9) 白浜　七葉(6) 3m37(+1.4)

竹尋ｱｽﾘｰﾄ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 福山ｼﾞｭﾆｱ 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 公認3m07(+1.4) 福山ｼﾞｭﾆｱ 湯田陸上

黒田　奈々(6) 34m07 山本　理央(5) 28m50 池上　楓果(5) 24m13 石岡　芳乃香(6) 20m96 真壁　若菜(6) 19m23 中山　來星(5) 19m18 高橋　一加(6) 15m41 萬浪　架凜(6) 15m29

福山ｼﾞｭﾆｱ 湯田陸上 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 湯田陸上 湯田陸上 竹尋ｱｽﾘｰﾄ 御野陸上 湯田陸上

凡例 

5月20日
小学女子ジャベ

リックボール投

5月20日
小学女子

4X100mR

5月20日 小学女子走高跳

5月20日

小学6年女子

100m	

風：-3.0

5月20日
小学女子80mH	

風：-3.5

5月20日 小学女子走幅跳

5月20日 小学男子走幅跳

5月20日
小学男子ジャベ

リックボール投

5月20日

小学5年女子

100m	

風：-2.4

5月20日
小学男子80mH	

風：-1.5

5月20日
小学男子

4X100mR

5月20日 小学男子走高跳

5月20日

小学6年男子

100m	

風：-3.1

1位 2位 3位 4位 5位 6位

平成30年5月20日（日）

7位 8位

5月20日

小学5年男子

100m	

風：-1.6


